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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 14,924 △13.5 640 △54.2 691 △51.8 388 △53.3
21年3月期第1四半期 17,260 ― 1,397 ― 1,434 ― 832 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 29.95 ―
21年3月期第1四半期 64.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 39,571 32,410 81.8 2,492.67
21年3月期 42,405 33,315 78.5 2,562.44

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  32,362百万円 21年3月期  33,268百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 100.00 100.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

33,470 △1.9 2,560 △4.3 2,670 △2.8 1,530 △3.8 117.85

通期 69,400 2.2 5,340 2.6 5,530 3.3 3,200 3.4 246.48
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 12,987,000株 21年3月期  12,987,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,971株 21年3月期  3,971株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 12,983,029株 21年3月期第1四半期 12,983,098株
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当第１四半期におけるわが国経済は、景気後退の影響による企業業績の悪化をうけ、設備投資の減少

や個人消費の低迷等により、一部において景気の下げ止まりの兆しが報じられるものの、依然として厳

しい事業環境が続いております。 

 このような状況下におきまして、当第１四半期の連結経営成績は、売上高14,924百万円（前年同期比

13.5％減少）、経常利益691百万円（前年同期比51.8％減少）、四半期純利益388百万円（前年同期比

53.3％減少）となりました。 

部門別売上高の状況は、完成工事高は、全体に大規模工事の減少、工事規模の縮小により、前年同期

比1,998百万円（20.3％）減少して7,828百万円となりました。 

 メンテナンス業務収入は、継続取引契約である保守点検については堅調に推移し増収となりました

が、補修・改修等の保全業務が減少したため、前年同期比290百万円（4.6％）減少して5,980百万円と

なりました。 

 その他売上高は、マンション専用安全管理システム等の安全商品売上は順調に増加しましたが、その

他の商品売上の減少により、前年同期比47百万円（4.1％）減少して1,115百万円となりました。 

  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況   

流動資産は、現金預金、完成工事未収入金及び売掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ2,813

百万円減少し34,026百万円、固定資産は、前連結会計年度末に比べ20百万円減少して5,544百万円とな

りました。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ2,833百万円減少し39,571百万円となりまし

た。 

負債は、主に工事未払金及び未払法人税等が減少したことにより前連結会計年度末に比べ1,928百万

円減少し7,160百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ905百万円減少して32,410百万円となりました。純資産から少数

株主持分を差し引いた自己資本は32,362百万円で、自己資本比率は前連結会計年度末の78.5％から3.3

ポイント上昇し81.8％となりました。 

  

（2）キャッシュフローの状況   

営業活動によるキャッシュフローは955百万円の収入、投資活動によるキャッシュフローは17百万円

の支出、財務活動によるキャッシュフローは1,298百万円の支出となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は7,967百万円となり、前連結会計年度末に比

べ361百万円の減少となりました。 

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想

に変更はありません。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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（1） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   

   該当事項はありません。 

  

（2） 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（簡便な会計処理） 

  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

  

（3） 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額５億円以上の工事については工事進行

基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四

半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては、工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については、工事完成

基準を適用しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較して損益に与える影響は軽微であります。   

  
  

  
  

4. その他
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 7,967,216 8,328,832

受取手形 1,498,601 1,180,683

完成工事未収入金 3,283,463 5,199,030

未収保守料 2,798,839 2,838,914

売掛金 850,155 1,580,728

未成工事支出金 390,658 495,687

商品 704,995 487,236

材料貯蔵品 174,744 167,711

短期貸付金 16,003,006 16,003,006

繰延税金資産 180,845 400,462

その他 225,955 211,340

貸倒引当金 △51,960 △53,667

流動資産合計 34,026,523 36,839,968

固定資産   

有形固定資産 1,649,898 1,662,910

無形固定資産 100,472 108,192

投資その他の資産   

投資有価証券 2,046,231 2,040,413

その他 1,865,556 1,866,877

貸倒引当金 △117,449 △113,256

投資その他の資産合計 3,794,337 3,794,034

固定資産合計 5,544,708 5,565,138

資産合計 39,571,232 42,405,106
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 3,482,595 4,606,837

買掛金 444,234 413,266

未払法人税等 78,572 785,809

未成工事受入金 271,807 273,601

前受保守料 528,001 517,517

賞与引当金 191,692 571,206

役員賞与引当金 6,255 －

その他 1,291,215 1,039,684

流動負債合計 6,294,375 8,207,922

固定負債   

繰延税金負債 383,274 374,055

退職給付引当金 311,978 316,434

役員退職慰労引当金 25,110 42,220

その他 146,107 148,481

固定負債合計 866,470 881,191

負債合計 7,160,845 9,089,114

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,357,810 2,357,810

資本剰余金 3,224,174 3,224,174

利益剰余金 26,801,434 27,710,948

自己株式 △16,604 △16,604

株主資本合計 32,366,814 33,276,328

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,415 △8,091

評価・換算差額等合計 △4,415 △8,091

少数株主持分 47,987 47,755

純資産合計 32,410,386 33,315,991

負債純資産合計 39,571,232 42,405,106
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
    【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 17,260,900 14,924,150

売上原価 13,782,732 12,287,263

売上総利益 3,478,167 2,636,887

販売費及び一般管理費 2,080,829 1,996,506

営業利益 1,397,337 640,381

営業外収益   

受取利息 29,176 46,108

受取配当金 295 60

その他 8,190 5,284

営業外収益合計 37,662 51,453

営業外費用   

固定資産除却損 200 45

その他 10 216

営業外費用合計 210 261

経常利益 1,434,789 691,572

税金等調整前四半期純利益 1,434,789 691,572

法人税、住民税及び事業税 321,789 75,706

法人税等調整額 279,818 226,845

法人税等合計 601,608 302,551

少数株主利益 606 232

四半期純利益 832,574 388,789
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,434,789 691,572

減価償却費 30,844 32,561

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,997 2,486

賞与引当金の増減額（△は減少） △378,154 △379,513

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,650 6,255

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,489 △4,456

前払年金費用の増減額（△は増加） △17,010 5,138

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,580 △17,109

受取利息及び受取配当金 △29,471 △46,168

固定資産除却損 200 45

売上債権の増減額（△は増加） 1,087,187 2,368,296

たな卸資産の増減額（△は増加） △387,161 △119,762

その他の流動資産の増減額（△は増加） △48,610 △6,638

その他の固定資産の増減額（△は増加） 515 △4,568

仕入債務の増減額（△は減少） △1,706,934 △1,093,273

その他の流動負債の増減額（△は減少） 682,287 251,174

その他の固定負債の増減額（△は減少） △238 △2,374

小計 634,826 1,683,665

利息及び配当金の受取額 21,809 39,313

法人税等の支払額 △1,478,960 △767,709

営業活動によるキャッシュ・フロー △822,324 955,269

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △15,982 △13,907

無形固定資産の取得による支出 △5,319 △4,614

投資有価証券の取得による支出 △3,000 －

貸付金の回収による収入 909 751

その他 △149 △149

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,542 △17,921

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,298,454 △1,298,964

自己株式の取得による支出 △81 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,298,535 △1,298,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,144,402 △361,615

現金及び現金同等物の期首残高 12,484,460 8,328,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,340,057 7,967,216
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